
ふるってご参加ください。　

あ な た の 学 び で 育 つ 元 気 な 町

開成町教育委員会

 令和３年度（前期）

 生 涯 学 習 ガ イ ド

まなぶ　　つながる　　たのしくなる

いろいろ学習したい、やってみたいと思っているけれど

　いつ、どこで、どんな講座が開かれるのかわからないという方のために

今年度の生涯学習講座内容等をご案内いたします。　

回覧



【月別講座】

【４月】

おしらせ版掲載（４/１） おしらせ版掲載　（４/１）

おしらせ版掲載（４/１） おしらせ版掲載（４/１）

【5月】

おしらせ版掲載（４/１） おしらせ版掲載（４/１）

おしらせ版掲載　（４/１）

※新型コロナウイルス感染防止のため中止になる場合があります。

講師：露木賢二　対象：パソコン初級の方

5月13日(木)  6月24日(木)
9:30～12:30

【トールペイント・デコパージュ
・ステンシル】全2回

無地のＴシャツ・エプロンなどに
ステンシルをします。オリジナル
の作品にペイントして楽しんでい
ただきます。副材については準備
しますので初めてでも、やったこ
とがある方でもＯＫ！

講師：込山敏子　　対象：一般

Excelの式を活用した表作成を学びた
い方。予定表の作成や =SNM =MAX
=AVERAGE =IF 等の関数を学びたい
方の講座です。
全くの初心者の方の受講も可能です
が、ローマ字での入力となりますの
で、ローマ字に抵抗ない方の受講をお
願いします。

【パソコン講座・初(中)級
（表計算）】全5回

 5月15日(土)/22日(土) /29日(土）
6月19日(土）/26日(土）

 14:00～16:00

味のある字が90分で誰にでも書け
るようになります。季節感のある
絵に己(おのれ）の書を楽しく書い
ていきましょう。チラシやメ
ニュー書きにも使える筆文字で
す。

講師：中野敏治　　対象：一般

【あしがら己書幸座 (春）】全2回　

5月7日(金) /21(金）
10:00～11:00

【第１回　親子で遊ぶわらべうた】

前期生涯学習【ジャンル別講座】

　４月24日(土)/5月15日(土)
/22(土)/29日(土)/6月19日(土）

10:00～11:３0

【おもてなし英語を学びましょう】
全5回

日本を訪れる外国人に道案内、乗
物案内、買物案内、食べ物案内、
観光案内、医療案内などの場面を
説明できる英語力を養います。各
場面によく出てくる必須表現や語
彙を英会話形式で楽しく学びま
しょう。

5月6日(木)/27日(木)
9:30～11:00

講師：水野修身　　　対象：一般

4月27日(火)5月11日(火)/25日(火)
6月8日(火)/22日(火)  9:45～11:15

【きれい・うれしい「美文字」】全5回

美しい文字の基本が身につくよう
わかりやすく解説し、個別添削指
導します。テキストの課題を仕上
げて提出します。参加者全員にお
名前のお手本をさし上げます。

講師：森田静江　対象：一般

わらべうたを口ずさみながら、親
子で遊びます。子どもたちの発達
に大切なことを遊びをとおしてお
伝えします。

講師：舟橋ゆみ子 対象：0～３歳児と保護者

  5月13日(木) /20日(木)/27日(木)
 11:00～12:00

【アロマボイトレ】全3回

声を出すこと歌うことは、健康や美容
によいといわれています。例えばスト
レスの発散、免疫力の向上。口角も上
がり楽しく声を出すうちに健康美人に
なれるかも。さらにエッセンシャルオ
イルを併用することで健康・美容効果
を高めます。

講師：佐藤麻有子　対象：一般

〈語学・自然科学〉

【おもてなし英語を学びましょう】

（４月）

〈健康・スポーツ〉

【アロマボイトレ】 （5月）

【カーレット入門】 （７月）

〈産業・情報〉

【パソコン講座 初（中）級】

表計算 （５月）

〈書道・ペン習字〉

【きれい・うれしい 美文字】

（４月）

【あしがら己書幸座(春) （５月）

〈趣味・工芸〉

【トールペイント・デコパージュ

・ステンシル】 （５月）

〈刺 繍〉

【こぎん刺し入門講座】 （５月）

〈音楽実技・伝統芸能〉

【大正琴 体験会】 （５月）

〈教育・保育〉

【第１回 親子で遊ぶ

わらべうた】（５月）

【第１回 絵本カフェ】 （６月）

〈生活一般〉

【第１回 はじめてのアロマテラピー】

ルームスプレー編

（６月）

【第２回 はじめてのアロマテラピー】

親子でせっけん手づくり編

（８月）

〈娯楽〉

【囲碁入門講座】 （７月）

参加方法は？
参加者募集案内を、その都度広

報かいせい「おしらせ版」に掲載

しますので、詳細を確認して、教

育委員会窓口で直接申し込むか、

電話で申し込んでください。

０４６５－８４ー０３２５



【月別講座】

おしらせ版掲載　（４/１）

講師：佐野敦子　対象：一般

【７月】

おしらせ版掲載（４/１） おしらせ版掲載（６/１）

講師：大木みどり　対象：一般 講師：高島幸代　対象：一般

おしらせ版掲載（５/１） おしらせ版掲載（７/１）

講師：府川滿晴　対象：小学生以上

【６月】　 【８月】

おしらせ版掲載（５/１） おしらせ版掲載（７/１）

【カーレット入門】全３回

カーレットは氷上で行うカーリン
グを机の上で気軽に楽しめるス
ポーツです。どなたにでもできる
ので「ワクワク、ドキドキでき
た！」を一緒に体験しましょう。

　津軽地方の伝統工芸である「こ
ぎん刺し」は刺し子の一種です。
布目を数えながら美しい模様を刺
していきます。

【こぎん刺し入門講座】全3回

5月17日(月)/24日(月)/31日(月)
13:30～16:00

5月25日(火)6月3日(木)13:30～15:00
  5月31日(月)10：00～11：30

【大正琴体験会】全3回

ピアノのような鍵盤型の大正琴
で、童謡・ポップス・演歌などを
演奏して楽しみませんか。数字譜
なので音譜が読めなくても大丈夫
です。　この機会に琴に触れてみ
ませんか。

 新型コロナウイルス感染症
　　　　　感染拡大防止にご協力を

　次の症状のある方は受講をご遠慮ください。
　　・３７､５℃以上の熱がある方。
　　・１週間以内に風邪の症状があった方。

　感染拡大防止のために
　マスクを着用してください。
　手指の消毒、また会場の机・椅子等の
　消毒にもご協力ください。

7月3日(土)/10日/17日(土)
   13:30～15:30

大好きな香り、あなたのいい香りを生
活に使ってみませんか？
はじめてのアロマテラピー
ルームスプレー編です。

講師：かたぎりゆき　対象：一般

囲碁はとても奥の深いゲームです。こ
の講座は、これから囲碁を始めたい人
や初級者の方を対象にした講座です。
小中学生大歓迎です。

 8月23日(月)
  10:00～11:30

講師：かたぎりゆき　対象：一般

6月26日(土)
10:00～11:30

【第１回　絵本カフェ】

小学校で読み聞かせのボランティアを
しています。講座ではブックスタート
の絵本や、大人も面白い絵本や本など
を紹介しています。「おうち時間」を
楽しく過ごすお手伝いができたらと
思っています。お子さんも一緒にどう
ぞご参加ください。

講師：鈴木奈緒子 対象：子供から大人まで

【はじめてのアロマテラピー】
　②親子で手作りせっけん編

大好きな香り、あなたのいい香り
を生活に使ってみませんか？
はじめてのアロマテラピー。
今回は親子で手作りせっけん編で
す。

 6月16日(水)
 10:00～11:30

 7月29日(木)8月5日(木)
13:30～15:00

【囲碁入門】全2回
【はじめてのアロマテラピー】

　①ルームスプレー編

後期(9月～3月）予定講座
（９月）

【オカリナ体験講習会】

【第2回 親子で遊ぶわらべうた】

【フラワーアレンジメント】

【子どもの発達と音楽】

【秋の植物【野草）観察】

（１０月）

【色エンピツ（＋水彩）画】

【健康ヨーガ】

【写真講座】

【体の歪み】

【第2回 絵本カフェ】

【３Ｄプリンター体験講習会】

(11月）

【 はじめてのアロマテラピー】

③ハンドクリーム編

【プリザーブドフラワー

アレンジメント】

【囲碁中級】

【琴城流 大正琴講座】

（１2月）

【大人が楽しむわらべうた遊び】

【バードウォッチング①】

（１月）

【カイロプラティック自力健康】

【電子メジャーを作ろう】

【バードウォッチング②】



※ 講座は講師等の都合により、期日や時間を変更する場合がありますので

広報かいせい「おしらせ版」でご確認ください。

※ 生涯学習講座は基本的には５人以上の参加により実施しますが、講座によって

異なりますので、詳しくは広報かいせい「おしらせ版」でご確認ください。

　各種講座・講演会 町民センター図書室 利用案内

歴史講座

新春歴史散歩 開室時間・・・・・火～金     10:00～20:30

教育講演会 土・日・祝日　10:00～17:00

はじめての三歳児講座 休室日・・・・・・月曜日

図書貸し出し・・・町民センターに所蔵していない本でも

県内の図書館等から取り寄せて貸し出しできます。

図書返却ポスト・・ぷらっと・かいせいに「返却ポスト」を設置しています。

利用時間　平日16:00～20:00/土曜日9:00～12:30

新刊案内・・・・・毎月発行の広報かいせいをご覧ください。

人材バンク募集

お問い合わせ

開成町教育委員会生涯学習課

Tel ０４６５－８４－０３２５

fax ０４６５－８２－９３８８

現在、「かいせい人材バンク」には、大勢の方が登録され、生涯学習

講座や各種サークル活動で、指導者として活躍されています。今後も、

生涯学習のより一層の充実を図り、うるおいと生きがいに満ちた街づく

りを推進していくために、 いろいろな分野の方を募集しています。

長い間の経験から体得した知識や特技、専門的な技能、技術など素晴

らしい能力を持ち、町民のために奉仕しようとする熱意のある方、ぜひ

ご登録ください。

登録したい方、興味のある方は、教育委員会窓口へお越しください。

注意


